第１４７号
201３年7月

全国焼きうどんサミット 亀山市で７月に開催！
今年は伊勢神宮で式年遷宮もあることから、全国から三重県
への来訪が期待されています。私たちのまち亀山市では、市
民主体でご当地グルメ「亀山みそ焼きうどん」でのまちおこ
しを行っており、このたび亀山市で「全国焼うどんサミッ
ト」を開催することになりました。

全国焼きうどんサミットin 亀山
と き：７月２０日(土) １６：００～１９：００
ところ：亀山市文化会館 中央コミュニティセンター
シンポジウムテーマ：
志民でもりもり、うどんでどんどん、まちおこし
（シンポジウムは無料です。その後の交流会は有料）

全国4大焼きうどん 亀山に集結
ご当地グルメフェスタ
と き：７月２１日(日) １０：００～１４：００
ところ：亀山市東町商店街 （歩行者天国）

岩手県岩手町、北九州市小倉、岡山県津山市、亀山藩の飛び領地のあった岡山県真庭市から
「ひるぜん焼そば」も特別参加します。

ボランティア大募集！
市民グループ「亀山みそ焼きうどん本舗」は、今年は11月9日、10日に愛知県豊川市で開催される
「B-1グランプリ全国大会」に参加します。東海地区では初めての全国大会で、亀山市を全国に知って
もらう絶好の機会です。一緒に楽しく会場を盛り上げるボランティアを募集します。下記までメールで
お申し込みください。
問合先：亀山みそ焼きうどん本舗
kamemiso@gmail.com
TEL 090-8550-8318（伊藤）

☆星降る里へ うえるかむ・・・・☆
☆StarFesta2013☆親子でわいわい星まつり
と き：８月１０日(土) １９：００～２１：００
ところ：鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
(亀山市関町沓掛１２３)
内

容：

・夏の星空観察会
・星まつりコンサート
「亀山シャイニングガールズonステージ」
・ペットキャンドルの夕べ＆音楽と映像ショー
・天体写真・星景写真展示
・キャンドル絵デザインコンテスト作品展示
その他： ・参加費無料 ・雨天、曇天決行(内容変更あり)
・申込不要
問合先：亀山市教育委員会

生涯学習室

TEL 0595-84-5057 (平日９：００～１７：００)
TEL 090-5114-1670 (当日のみ)

毎月21日開催☆ 19：30～
申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」)
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☆市民交流の日

毎月21日19:30～21：30

「みらい」☆

ところ：市民協働センター

5月21日のテーマ：『インターネットテレビ USTREAM 実践編』
5月のきらめき亀山21は、USTREAM（ユーストリーム）の放映を市民協働センター「みらい」から
実践してみました。インタビューを受けたのは「ぽっかぽかの会」の浜野さんで、会の設立や今までの
活動内容、これからの抱負を語っていただきました。放映のスタッフは、若者を中心としたボランティア
グループ「おでかけかめやま」の皆さんです。

ユーストリームとは？
インターネットを使ったテレビ放送で、最低限スマートフォン
１台程度の簡単な設備があれば配信できます。本格的なカメラや
スタジオを持っているところもあります。視聴はパソコンや
スマートフォンでできます。
手軽に生放送や録画放送ができるユーストリームは、市民活動
の分野でも活用できます。
すでに、観音山春まつり等で活用され、7月20・21日の全国
焼きうどんサミットでも活用される予定です。

百聞は一見にしかず！まずは「おでかけTV」をご覧ください。
スマートフォンの方は右のQRコードで試してください。
パソコンからは、検索サイトで「おでかけTV」検索できます。
生放送以外は録画した番組を配信しています。

KSG（亀山シャイニングガールズ）の番組です。
（おでかけTVから）

きらめき亀山２１は、誰もが自由に話し合いに参加できる市民交流の場として開催しております。市民
一人ひとりが主役となったまちづくりの実現に向け、市民活動について話し合いませんか？
問合先：市民文化部

文化振興局

共生社会推進室 TEL 0595-84-5066

5月12日開局した市民の作ったテレビ局
“おでかけTV”のレポーター山本さん。
最近はインタビューも上達してきました。
また機材の調整も進んで安定して運営
できる日も近いようです。
おでかけTV
odekakekameyama@gmail.com

毎月21日開催☆ 19：30～
申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」)
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☆ あのひと、このひと☆
このコーナーは、市民活動団体などで活動している方に、活動を始めたきっかけや活動の内容、今後の
展開、これから活動を始める方へのアドバイスなどを率直なことばで語っていただきます。

今月は、『キルターの会』の浦野泰子さんです。
キルターの会は、布等を使って壁掛け・テーブルセンター・
クッションカバー・バッグ等、好みの配色を楽しみながら自分
だけの作品を作っています。
この会は、平成２２年度から２年間の中央公民館講座が終了
した後、少人数から始まりました。現在は６名で活動しています。
毎月、第２・第４火曜日13:30～15:30に市民協働センター「みらい」
で糸と針を持って、世間話をしながらの作業は楽しみな時間でもあります。
みなさんも自分だけの作品を作り、お部屋の中をデコレーションしてみませんか。
ご興味のある方は気軽に遊びに来てください。お待ちしております。

「あのひと、このひと」掲載団体を募集しています！
このコーナーは、市民活動団体などで活動している方に、活動を始めたきっかけや活動の内容、今
後の展開、これから活動を始める方へのアドバイスなどを率直なことばで語っていただきます。
このコーナーに掲載することにより、多くの方に活動内容を周知することができ、団体の存在をア
ピールするチャンスとなります。新たな会員の加入のきっかけとなるメリットもありますので、ぜひ
ご活用ください！
掲載を希望される団体は、下記連絡先までご連絡ください。
問合先：

市民文化部

文化振興局

共生社会推進室

TEL 0595-84-5066

毎月21日開催☆ 19：30～
申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」)
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「笑い上手は生き方上手！！笑いヨガ講座」
いつでもどこでも誰とでも出来る笑いヨガ。笑いに資格は要りません！
暮らしの中に”笑いヨガ”を取入れて、ストレスレベルを下げましょう！！
と

き：７月２２日（月）
１０：３０～１１：３０
ところ：協働センターみらい 会議室
参加資料代: ５００円
〈事前にお電話にてお申込み下さい。ご質問もお気軽に。〉
問合先：気分障害サポートグループ サロンド・トゥルービューティ
福井美紀（笑いヨガティーチャー）TEL 090-6083-3683

「亀山青春写真館」大好評でした
自分の青春時代の写真を持ち寄って展示する亀山青春写真館が終わりました。
約32名の方が参加し多くの来訪者もあって大盛況でした。
身近に知り合いが多い亀山ならではの企画で、またの開催を期待する声も多くあ
りました。お金をあまりかけずに楽しめるので地域や施設でやってみるのもいいで
しょう。
詳しい手法等も含めホームページを作りました。応募時に希望された方の写真
ギャラリーもあります。検索サイトから「亀山青春写真館」でヒットします。
亀山青春写真館

実行委員会 一同

「亀山めぐり唄」亀山市納涼会デビュー
「市民活動ニュース」に「亀山めぐり唄」を紹介してからホームページの、アクセス数が4900件を超え
ました。このたび８月３日（土）に開催される、2013亀山市納涼大会【市民ステージ】（17時～18時の
時間帯）で15分間出演することになりました。
歌ができてからまだ１年あまりですが、数々
の幸運に恵まれ、多くの皆さんのお耳に届ける
ことができ、まるで夢の様です。
盆踊りのための曲ですが、今回は舞台の上か
ら歌のお披露目をし、有志の方々に観客席・最
前から踊っていただきます。インターネットで
踊りの手本も見ていただくことができますの
で、踊りの輪の中に自由に参加して下さい。
「トトンがトン トトンがトン そーれゆら
ゆら ゆーらゆら」の掛け声で、踊り手も、見
てる人も声を合わせ、盛り上げましょう。
問合先：
「亀山めぐり唄」制作グループ代表
濱﨑 収 TEL 090-2576-0540

振付を見れる
亀山めぐり唄の
ホームページ
検索サイトから
亀山めぐり唄で
ヒットします。

毎月21日開催19：30～
申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」)
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「あらかるぷれーと」開催のお知らせ
亀山市では現在、発達につまずきのある未就学児を対象にした遊び場「すくすくくらぶ」はありますが、就学児（小学生
から高校生）の余暇を過ごす場がありません。
そこで、おもちゃ図書館（下記参照）の思いを柱とした、「あらかるぷれーと」（特別支援学級・特別支援学校在籍の児
童・生徒を対象にした遊び場）を開催していきたいと思います。
固定の場所が無いため、随時広報等でお知らせしますので、お気軽にご参加下さい。
・１０：３０～１２：００
・申込み不要、出入り自由
・おもちゃを数種類用意しています
・食べ物は持ち込み不可です
・保護者同伴でお願いします
＊今回は７月２５日（木）にあいあい２Ｆ大会議室で開催します
「おもちゃ図書館」とは・・・
障がいのある子どもたちにおもちゃのすばらしさと遊びの楽しさを・・との願いからはじまったボランティア活動です。
最近は、「共生」という意識が広まってきていますが、その子の持っている障がい特性のために、そのような場での活動が難しい場合もあり
ます。そのような子の遊び場の選択肢としておもちゃ図書館は必要だと考えています。

問合先：みっくすどろっぷす専用電話

080-3615-4664（18時以降 服部）

市民活動なんでも相談所を開設しています！
毎月第４月曜日に、市民協働センター「みらい」にて、市民
活動に関するあらゆる相談に応じる「市民活動なんでも相談
所」を開設しています。予約優先で相談を受け付けますので、
相談を希望される人は、ぜひお申込みください。
☆過去の相談内容☆
「ボランティアスタッフのモチベーションを保つにはどうした
らよいのか。」
「NPOの組織のつくり方がわからない。」
「どのように資金を確保していったらよいのか。」
など…
☆７月のなんでも相談所☆
と き：７月2２日（月）①13:00～14:00 ②14:30～15:30 ③16:00～17:00
ところ：市民協働センター「みらい」２階 第２会議室
相談員：津ＮＰＯセンター 理事長 川北 輝氏
申込方法：相談を希望される方の氏名、住所、電話番号、希望日時、相談内容を記入のうえ、直接申込先に
提出して頂くか、FAXにてお知らせください。
※先着順で受付けます。
申込先、問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室
TEL 0595-84-5066、FAX 0595-82-9955
市民協働センター「みらい」受付 TEL 0595-84-5800

毎月21日開催☆ 19：30～
申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」)
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市民活動パソコン講座（中級）を開催します
今年度も市民活動をされている市民の方を対象に、パソコン講座を開催します。市民活動の様子を動画や
写真でインターネットを使って紹介してみませんか？様々な方法が学べるチャンスです。
３日間の開催予定です。日程と内容は下記のとおりです。
と

き

内

容

8月20日（火）

活動をホームページで紹介しよう

8月21日（水）

写真を入れてみよう

8月22日（木）

活動を動画で紹介しよう

※いずれも14：00～16：00
ところ：市民協働センター「みらい」1階多目的ホール
参加費：無料
講

師：ＮＰＯパソコンサポート亀山

伊藤幸一さん

対象者：現在市民活動をしていて、インターネットの操作知識を有する人
持ち物：ノートパソコン一式（電源アダプタ等含む）及び
デジタルカメラ（メモリカード入り携帯電話でも可）
募集人数：各回10人（先着順）
申込期間：7月17日（水）～8月9日（金）
9：00～17：00（土、日を除く）
申込方法：市民文化部

文化振興局

申込先、問合先：市民文化部

共生社会推進室へ電話でお申し込みください。

文化振興局

共生社会推進室 TEL 0595-84-5066

☆ 市民活動ニュースに掲載する情報・お便りを募集しています ☆
詳しくは、共生社会推進室（Tel 84-5066、Fax 82-9955、Email：kyoseisyakai@city.kameyama.mie.jp）
又は、市民協働センター「みらい」(Tel 84-5800、Fax 84-5801、Email：mail@shimin-kyodo.sakura.ne.jp
東町一丁目8番7号)までご連絡ください。
―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―
編集作成：「きらめき亀山２１」広報部（問合先：亀山市 市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 〒519-0195 三重県亀山市
本丸町577番地）
市民活動ニュース配置場所：毎月21日市民交流の日・本庁ロビー・市民協働センター「みらい」・関支所・図書館・歴史

博物館・医療ｾﾝﾀｰ・総合保健福祉ｾﾝﾀｰ｢あいあい｣・関町北部ふれあい交流ｾﾝﾀｰ・林業総合ｾﾝﾀｰ・鈴鹿馬子唄会館・老人
福祉関ｾﾝﾀｰ・健康づくり関ｾﾝﾀｰ・青少年研修ｾﾝﾀｰ・各地区コミュニティセンター・亀山郵便局・亀山駅前郵便局・亀山
駅・百五銀行亀山支店・市民のショップねこの館・茶気茶気・オアシス館・鈴鹿県民ｾﾝﾀｰ・みえ市民活動ボランティア
センター（津市）
ホームページ http://shimin-kyoudo.sakura.ne.jp/kirakame21/ 市民ネット http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/shiminet/

｢きらめき亀山２１｣メーリングリストへの加入は｢きらめき亀山２１｣ＨＰより登録できます。

※再生紙を使用しています。

